
深川東京モダン館の情報誌 2020 年 11 月　第 93 号

11 月のカレンダー 催し物の詳細は 2面をご覧ください
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開館時間　10：00-18：00（金・土曜日は 19 時まで）
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主催
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おきがる講座噺 +話

企画展「江東×○○」
（～11/23）

圓橘の会
29

30

休館日

江東×○○

※入場無料

11月3日(火祝)～23日(月祝)

企画展

※9日・16日（いずれも月）休館日

仙台や佐倉など江東区と歴史的につながりの
ある地域をパネルにして紹介します

本所深川絵図（国立国会図書館）
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11 月の催し

おきがる講座と落語会モダン亭のコラボ

噺 + 話
共催

11月25日（水）14時～（開場13時半）

予約・当日 1,500円（ドリンク代込）

雷門音助「お見立て」+龍澤潤「演題にちなんだ話」
定員 20名に達し次第受付終了

共催
（開場14時半）第384回

三遊亭圓橘 圓朝作「業平文治漂流奇談」その三

　

なりひらぶんじひょうりゅうきだん

"あんな小さなともしびがこんな遠くまで光を放つとは"
　　　　　　　　－シェイクスピア『ヴェニスの商人』より

11月29日（日）15時～

※11月5日（木）から受付開始予約 2,500円　当日 2,800円　定員：50名

おきがる講座

渋沢栄一ゆかりの人々②星野錫と印刷業
受講料：500円（コーヒーまたは紅茶つき）　定員：20名（要予約）　
講師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

11 月 27 日 ( 金 ) 14 時～ 15 時半主催

※当館の催しもののご予約は　お電話 03-5639-1776　または　info@fukagawatokyo.comまで

圓橘の会

●お客様へのお願い
・次に該当するお客様のご来場は、ご遠慮いただきますようお願いいたします。
　　37.5度以上の発熱があるお客様　　咳、喉の痛み等の症状があるお客様
　　過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴があるお客様
・マスクを着用でないお客様のご入場はご遠慮いただきます。咳エチケットにご協力をお願いいたします。
・手洗いと手指消毒にご協力をお願いいたします。
・催し物にご参加されるお客様には、氏名・連絡先等を確認させていただく場合がございます。

ほしのしゃく

※11月5日（木）から受付開始

※11月15日（日）から受付開始

12 月の催し物ご予約情報

12 月 1 日 ( 火 ) 14 時～ 15 時半

明治江東人物伝① 宇都宮三郎とセメント業

モダン講談会

神田 陽子　神田 紫　一龍齋 貞橘　神田 桜子　神田子太郎

♪明るく 陽気に 行きましょう♬

定員：50名（要予約）   

おきがる講座
※11月25日（水）から受付開始

12 月 5 日 ( 土 ) 14 時半～

予約・当日とも 一般：3,000 円　小～高校生：1500 円

受講料：500円（コーヒーまたは紅茶つき）　定員：20名（要予約）　講師：龍澤  潤(深川東京モダン館)

（開場14時）

※11月15日（日）から受付開始



深川東京モダン館では、江東区文化観光ガイドによる館内のご案内（10時～16時）および
ご希望によりモダン館周辺のまちあるきツアー（1時間程度、11時・14時出発）を行って
おります。  ※諸事情によりガイド不在の場合もございます。
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モダン館ボランティアガイドだより 90

（文　江東区文化観光ガイド　穂刈　玲子）

豊洲の変遷と想い出

　私は現在豊洲に住んでいます。14年前に、ら
らぽーと豊洲が開業するのと時を同じくして
引っ越して来ました。年を重ねてきた私には日
常の生活に便利で徒歩でほとんどの事が済んで
しまうこの街が好きです。今は高層住宅にショッ
ピングモール、市場など華やかな都市になって
来ましたが、明治時代までは海でした。江東区
の発展は江戸初期からの埋め立てに始まります。
現在の門前仲町から越中島、東陽町の海面が陸
地になり、明治時代には月島、芝浦、明治 33
年には塩浜、枝川が埋め立てられ、大正 12年
の関東大震災の瓦礫処理などで豊洲が築かれま
した。そして、昭和 25年に豊洲石炭埠頭が完
成しました。豊洲埠頭は戦後、日本経済の復興
にかかす事の出来ないエネルギー基地であり、
当時の基幹産業であった電力、ガス、鉄鋼、石
炭の 4つのブロックに分かれた専門埠頭でした。
東京都港湾局の路線網が整備され、貨物列車の
行きかう風景が豊洲の日常でした。当時の写真
を見るとガスタンク、煙突、クレーンなどが見え、
半世紀後の現在とは全く違う光景です。その後
昭和 63年には都市ガス、平成 3年には発電所
が廃止されました。昭和63年有楽町線が開通し、
平成 30年には豊洲市場が開場しました。
　私は 50年前に豊洲に来たことがあります。
当時、学生だった私は学校の帰りに、晴海にあっ
た自動車教習場に通っていました。そして路上
運転の練習道路が豊洲でした。車の通行量が少
なく練習にはよい環境でした。11時から 12時

の教習車に乗ると、教官が豊洲交差点近くのお
肉屋さんでコロッケを買ってきて、帰りの車の
中は揚げ物のよい匂いがしていたのを覚えてい
ます。仮免許後は助手席に父に乗ってもらい夜
の豊洲で練習しました。その数十年後に豊洲に
住むとは思いませんでした。この地に住んでか
ら日々風景が変わり、空き地がビルになり、ゲー
トブリッジがかかり、オリンピック会場が建設
され街が発展していきます。将来の発展を願い
豊かな土地になるよう名づけられた豊洲。海か
ら陸になり、工業地帯から住宅商業地域へ移り
変わり、今後豊洲はどのように変化するのでしょ
う。100 年後も素敵な街であるようにと願って
います。

「完成の近い豊洲埠頭」の写真を手にして
（『昭和30年・40年代の江東区』三冬社、2010年）
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百圓珈琲ガイドブック・お土産品
1F カウンターでは 100 円の

コーヒーをご提供しており

ます。ホットコーヒー「小

樽」「ベイキャメル」そし

て「モ ダ ン 館 ブ レ ン ド」

（しっかり・すっきり）の 4

種類をご用意しておりま

す。まちあるきの休憩時や

会社のお昼休み中の一服に

どうぞ。

深川東京モダン館では2階の多目的スペースと会議室をお貸し出ししています。ミーティングや

イベントを行うスペースなどにご利用ください。

◆会議室(20㎡)

　利用日時：開館日時　利用例：社内ミーティング、商談、お花・書道・語学の教室等

◆多目的スペース(80㎡)

　利用日時：開館日時　利用例：展示、イベント、社内研修、演劇の公演、講演会、教室等

貸会議室・多目的スペース

会議室多目的スペース

※料金、ご予約（ご利用日の半年
　前から受付）詳細については、　
　お電話またはメールにてお問い
　合わせ下さい。

※スクリーン、プロジェクター、
　マイクなど機器類もご利用いた
　だけますので、ご相談ください。

開館日および開館時間
　10：00-18：00（金・土曜日は19時まで）
　休館日：月曜日 
　（月曜日が祝日の場合、翌火曜日が休館となります）

「深川東京モダン館だより」第93号（2020年11月1日）
発行　（一社）江東区観光協会　深川東京モダン館　
〒135-0048　東京都江東区門前仲町1-19-15
TEL 03-5639-1776    FAX 03-5620-1632
Mail  info@fukagawatokyo.com
ホームページ　www.fukagawatokyo.com

深川東京モダン館1階では、まちあるきに役立つガイド

ブックや江東区の文化財ガイドなどを販売しています。

・『江東区の文化財』各地域

・江東区観光キャラクター　コトミちゃんグッズ各種

　（ぬいぐるみ、缶バッジ　カードスタンドほか）

・江東区の名所を描いた　絵はがき(水彩・切絵・写真)

・Ｔシャツ   

・江戸切子

・もくレース

・深川めしの素　

・ちくま味噌　甘酒　

・コースター

・深川ゲイシャコーヒー等
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コトミちゃんグッズ新商品

ステンレスボトル700円　　 タオルハンカチ600円


